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1．会議全体について
（慶應義塾大学：野口裕久）
2003 年 7 月 27 日から 31 日まで、米国のアルバカーキで、第
7 回米国計算力学会議 (Seventh U. S. National Congress on
Computational Mechanics = USNCCM7) が開催された。米国の
国内会議ではあるが、米国以外からの参加者も多く、国際会
議といってもよい位に年々規模が増大している。USNCCM7
の発表では、総登録者数： 1205、うち学生数： 238、アメリ
カ国内からの参加者： 924、アメリカ以外からの参加者（6 つ
の大陸から 40 ヶ国）： 267 であった。会議は、9 つの Plenary
Lecture 以外は Mini Symposium 形式で行われ、約 60 の Mini
Symposium が 27 部屋を使ったパラレルセッションで開催され
た。また会議の初日と最終日には、例年どおり Mesh
Generation や Multi-scale method 等をテーマとした講習会も開
催され、学生に限らず一般からの受講者も多くみられた。最
もセッション数の多かった Mini Symposium はメッシュ生成と
メッシュフリー法がそれぞれ 13 と同数であったが、メッシュ
に対して全く異なる立場をとる両セッションの人気が高いと
いうのは、興味深いことである。また、この会議はこれまで、
固体、構造力学中心の講演が多く、流体力学関連の講演が少
なかったのであるが、今回の会議では、そのバランスがかな
り改善され、流体力学関連の Mini Symposium も 13 を数えた。
その他、特別 Mini Symposium として昨年他界した英国
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Imperial College の M. Crisfield 教授の記念 Symposium および、
長 年 計 算 力 学 に 貢 献 さ れ て き た N o r t h w e s t e r n 大 学 の T.
Belytschko 教授の 60 歳誕生日記念 Symposium（前日には卒業
生を中心とした 60 歳誕生日記念パーティも開催された。）も
開催され、非常に盛況であった。また、恒例の Banquet では、
詳細は割愛するが、本会議で最高の栄誉である The John von
Neumann Award が、有限要素法プログラム SAP の開発者でも
ある California 大学 Berkeley 校の E.L. Wilson 教授に贈られた。
次回は 2005 年 6 月にテキサスで開催される予定である。
なお、個人的な印象としては、会議の規模が増大しパラレ
ルセッションが増える分、興味のある講演が重なり聴講でき
ないケースが増え、多少不満を感じた。またどうしても雑に
ならざるを得ない部分も目立ち、特にプログラム構成等で、
著名でない外国人（日本人含む）の講演が最終日に集められ
がちであった。やはり、やみくもに規模を大きくするのでは
なく、適正な規模というものがあると思われ、この辺りの改
善を望むと同時に、我々が日本で国際会議を開く際に注意す
べき点であると思われる。
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2．メッシュフリー法関連セッション
（石川島播磨重工業㈱：津乗充良）
メッシュフリー法に関する講演は、T. Belytschko 教授が企
画した Symposium on Meshfree Methods - I、II の 2 つのオーガ
ナイズドセッションで行われた。これらのオーガナイズドセ
ッションは全部で 13 セッションから構成されており、55 講演
がエントリーした上で、 3 日間にわたり 2 会場で講演が行わ
れた結果、USNCCM7 の中でも大きなオーガナイズドセッシ
ョンとなった。55 の講演の内訳としては、基調講演が J. Chen、
S. Idelsohn、 M. Griebel、 S. Li、 G. Yagawa、T. Rabczuk、 L.
Libersky、 J. Dolbow により 8 件行われ、残り 47 件が一般講演
として行われた。地域別に見ると、アメリカが 28 件、ヨーロ
ッパが 6 件、韓国が 9 件、日本が 8 件、その他が 4 件となって
おり、メッシュフリー法の研究でアメリカが中心的役割を担
っている感を受けた。その中で、アジア（日本、韓国、シン
ガポール）からの発表が 18 件と数多く行われており、アジア
の貢献も大きいと感じた。また、組織別に比較すると大学、
研究所等が 52 件、企業が 3 件となっており、メッシュフリー
法の研究が大学、研究所等だけではなく、講演数こそ少ない
ものの企業においても行われていることがわかった。他の多
くの Mini Symposium がパラレルセッションであっただけでな
く、メッシュフリー法のセッション自体が途中から 2 会場で
のパラレルセッションとなったにも関わらず、全講演を通じ
て聴講者数は各会場で約 30 人程度と盛況であった。講演時間
内に質疑応答が終わらず、ブレークの間にも活発に議論が行
われる場面を見ることもあり、メッシュフリー法が多くの研
究者から高い関心を得ていることがわかった。近年、メッシ
ュフリー法には多くの手法が提案されており、粒子的な手法
から有限要素法に基礎を置く手法まで幅広く研究が行われて
いる。それを反映して、本講演の内容も多彩で、固体解析関
連、流体解析関連を含んだ基礎研究から応用研究までと多岐
にわたっていた。例えば、陽な形としてのメッシュを用いな
い積分手法や積分精度の研究、き裂や異材等の不連続部の取
り扱い手法といった基礎研究や、プリ・ポストソフトウェア
を含んだメッシュフリー法による CAE システムの構築といっ
た応用研究が見られた。特に、メッシュフリー法を有限要素
法とカップリングし、汎用コードに導入するといった事例も
見ることが出来、メッシュフリー法が徐々に研究段階から実
用段階へ移行していることを実感した。実用化に向けてはさ
らに、3 次元の複雑な幾何形状に対する問題を有限要素法よ
りも簡便に解けるソフトウェアの開発や、有限要素法では解
くことが容易ではない、き裂進展問題、大変形問題等へのさ
らなる適用が望まれる。加えて、メッシュフリー法に対応し
た使いやすいプリ・ポストソフトウェアの出現も重要になる
と考えられる。メッシュフリー法の研究が盛んに行われるよ
うになって約 10 年になるが、メッシュフリー法に対する関
心・期待は大きく、世界的に研究が活発に行われており、今
後も理論面、応用面共に発展が期待できる研究分野であると
実感した。
3．マルチスケール関連セッション
（(独) 産業技術総合研究所：西村憲治）
近年、計算力学分野においてもナノテクノロジーへの関心
の高まりからミクロスケールシミュレーションあるいはマル
チスケールシミュレーションが注目を集めており、数多くの

●2

研究成果が報告された。講演題目に Multi scale を含む講演が
72 件、その他にも原子・分子モデルを用いたシミュレーショ
ンに関する講演が多数あり、この分野の講演は総数で約 200
件、全講演の 2 割を占めた。話を固体力学に限定すると、ミ
クロスケールシミュレーションへのアプローチは次の 3 種類
に分類される。第一は均質化法に代表される有限要素法に基
づく方法、第二は分子動力学法や離散転位動力学法などの有
限要素法とは全く異なる方法、第三は分子動力学法などと有
限要素法をブリッジングする方法である。第一の方法につい
ては、J. Fish による均質化法に関する Short Course が開催さ
れ、その他 Recent developments in Multiscale Modeling のセッ
ションで、空間と時間の両方に均質化法を適用する方法が発
表された。第二の方法については、分子動力学法のセッショ
ンはなかったものの Plenary Lecture において F. Abraham が並列
計算機を用いた大規模分子動力学計算による破壊シミュレー
シ ョ ン の 講 演 を 行 っ た 。 ま た 、 Multiscale Modeling of
Simulation of Material Behavior のセッションにおいて、ボイド
からの転位ループの放出やナノクリスタルの力学的特性・粒
成長に関する分子動力学解析の結果が報告された。一方、離
散転位動力学法については、Plenary Lecture において A.
Needleman の講演が行われ疲労破壊への適用例などが紹介さ
れた。その他、Dislocation Mechanics のセッションで転位と析
出物の相互作用や薄膜内の転位の運動に関する解析結果が報
告された。第三の方法については、Multiple-Scale Analysis of
Nanoscale Mechanics and Materials のセッションで 、W. Liu ら
によって新しいブリッジング法が提案された。
4．CFD 関連セッション
（東京工業大学：矢部 孝）
Tayfun Tezduyar 教授が企画した Advances in Flow Simulation
and Modeling I-III の Keynote Lecture を依頼されたため、会議
のほとんどをこのセッションで過ごすことになった。似たよ
うなテーマのセッションがパラレルに幾つも設定されている
ために、聞きたい講演がすべて重なってしまっていた。この
セッションの関係者が、同時に別のセッションで発表するな
どの不手際もあり、セッション設定に不満をもらす人も多か
った。
私の参加したセッションは、流体とは言え、ほとんどが有
限要素法であり、ちょっと偏ってはいたが、Tezduyar 教授ら
のグループのパラシュートのシミュレーションなどは、目を
引く面白い研究であった。もっともこの話は、あちこちの会
議で何度も聞いてはいたのだが。私は、会議毎になるべく新
しい話題を提供しようと苦労していたのだが、他の人から冗
談交じりに、
「毎回違う話をすると、吸収することができない
ので、少なくとも数回は同じ話をしゃべってください。
」と言
われた。同じような会議が沢山あり、毎回同じ話題を聞かさ
れている私には、意外であった。
日本からの話も面白いものが多く、矢川先生の Keynote の
Adventure を含めた日本の大規模計算を強烈に印象づけたし、
久田先生の心臓の連成問題や、大島先生の血管のシミュレー
ションなど、日本の実力を示した良い例であった。他の講演
については、Advance と言う割には、あまり新鮮味がなかっ
た。Onate 教授らのグループが、有限要素法で、要素の一部
がちぎれて飛んで行くシミュレーションを行っていたが、ち
ぎれた部分の振る舞いが不自然で、会場からも疑問が多く出
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ていた。面白い試みだが、これからの改良に期待したい。
上のセッションから漸く解放されて、Computational Fluid
Mechanics for Free and Moving Boundaries というセッションに
顔を出したが、VOF で有名な C.W.Hirt が通常の講演を行って
おり、あれだけ有名な人が、いまだにコツコツと研究してい
ることに驚いた。内容は、表面張力問題における移動接触角
の取り扱いである。ロスアラモスの Kothe らのグループもこ
のセッションで同じようなテーマを取り上げ、他の数人もこ
れにならっていたので、おそらくこのテーマが今、流行にな
っているのだろう。実用ソフトでは、なんとか接触角問題を
解いてはいるが、改めて真面目に数学的に取り組もうという
ところであろう。地味であり、インパクトは少ないが、本当
はこういうことが重要なのだなと感じてしまった。
5．物質移動／反応系のシミュレーション関連セッション
（九州大学：金山 寛）
USNCCM は 2 年に 1 度開催される計算力学に関する米国の
国内会議であるが、国外からの参加者も多く、実質的には大
規模な権威ある国際会議になってきている。大規模な国際会
議は、国際的な研究者の研究状況を把握し、国際交流の場を
える最もよい機会だといえる。計算力学に対する関心も高ま
り各国の研究者が参加したが、日本人研究者も多数参加した。
私にとっては前回に続く 2 回目の USNCCM 参加であったが、
全体を通してまず強く感じることは、学問分野の融合を推進
し広く世界にその成果を PR していく必要性である。私自身は
ミニシンポジウム Incompressible CFD - Innovative Algorithms
and Applications で発表したが、聴衆はわずかであった。同じ
ミニシンポジウムの他の講演もほとんど聞いていない。自分
の興味のあるミニシンポポジウムを渡り歩いている人が多か
ったと思われる。以下は私の聞いた内容の概略である。
最初は Computational Simulation of Transport/Reaction
Systems: Solution Algorithms and Applications に参加した。米
国の燃料電池の研究動向に関心があったからである。フォー

ド自動車と Sandia National Laboratories で固体酸化物型燃料電
池（SOFC）に関する共同研究が行われていることを垣間見る
ことができた。また通常日本では PEFC と呼ばれることが多
い固体高分子型燃料電池が Proton Exchange Membrane (PEM)
Fuel Cells と呼ばれていることも初めて知った。University of
Texas at Austin の Texas Institute for Computational and Applied
Mathematics（TICAM）の G.F. Carey のところの Ph D 学生 B.
Carnes が PEM に関するまとまった報告をし、米国の研究がも
うここまできているのかと思い知らされた。その日はこのシ
ョックをひきずったまま午後を過ごし、夕方自分の発表（A
Stabilized Finite Element Method for Stationary Flow Problems
Using an Iterative Domain Decomposition Method）を何とか済
まして初日が終わった。なお TICAM は現在 Institute for
Computational Engineering and Sciences (ICES)と呼ぶようだが、
この名前のほうが日本では知られていると思うので本稿では
TICAM のままでいくことにする。
2 日目の Plenary Lecture に TICAM の L. Demkowicz が USNCCM では初めてと思われるが電磁場解析の話題を取り上げた。
USNCCM では電磁場解析は蚊帳の外かと思っていたので驚く
とともに、重要なことはしっかり準備している米国の底力を
見た思いがした。
2 日目の夕方から最終日までは Stabilized and Multiscale Finite
Element Methods を集中して聞いた。私の発表内容とも深く関
係しているので興味を持って聞いた。安定化法の基礎固めが
面白い方向に発展していると感じている。TICAM に異動した
T. Hughes の仲間達に応用数学の大御所 F. Brezzi が加わり、熱
心な議論が交わされた。
USNCCM は、米国のみならず世界中の計算力学の研究者が
一堂に集まる貴重な機会であり、我が国の計算力学の研究集
会もかくあるべしと感じさせる国際的な研究集会になってき
ていることを再記して私の報告を終わる。
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矢部 孝
表彰担当委員長／東京工業大学 理工学部
計算力学部門では、創立 15 周年を記念して、計算力学の黎
明期に活躍され多大な貢献をされた方々を表彰し、そのご業
績をたたえることにいたしました。歴代部門長より推薦をい
ただき、その中から下記のお二人の先生に功労賞を授与する
ことに決定いたしました。
山本 善之 東大名誉教授
大宮司 久明 東北大名誉教授
7 月 18 日に、東京大学工学部 11 号館大講堂において表彰式

が開催され、お二人の先生から記念講演を賜りました。その
後、フォーレスト本郷における祝賀パーティーでは、受賞の
先生に縁の深い方々が遠方からもお集まりいただき、和やか
な雰囲気のパーティとなりました。
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山本 善之
東京大学名誉教授
このたび計算力学部門の 15 周年記念功労賞を賜り、誠に光
栄である。筆者は 1964 年に東大の船舶工学科から新設の舶用
機械工学科に移った。このとき機械系学科で何を研究するべ
きかが、筆者にとって大問題であった。機械学会に新しく設
けられた原子炉構造の研究委員会に加わって、炉のノズル接
合部の応力分布を解析学的方法で研究し、実験とよく一致す
る結果が得られたが、これが解析的解法の適用可能な限界で
あることを認識した。
この時期に東大に導入された共同利用の大型計算機を用い
て構造物のマトリックス法による応力解析の勉強会を、他分
野の研究者とともに始めた。山田嘉昭生研教授がこの会に参
加されて「Finite Element Method」が応力解析に広く応用で
きそうだと話されたので、勉強会はその方向に猛進した。有
限要素法の研究に当たって、筆者の犯した恥などを述べてご
挨拶に代えたいと思う。
1966 年春、文部省から 1 年間の留学を命じられ、航空分野
が有限要素法の最大応用分野であることを考慮して MIT の宇
宙航空学科に行った。ここでは IBM7090 を MAD という高級
な言語で運用しており、初心者の筆者には使えなかった。有
限要素法の Pian 教授はサバーチカルであったが、この方面の
研究者は多数いた。このとき書いた論文が「A Formulation of
Matrix Displacement Method」で、夏休み後返ってきた Pian 教
授がこれを多数印刷して方々に配布してくれた。この論文を
ある雑誌に投稿したが落とされた。この「MIT 航空宇宙学科
レポート」は「ハイブリッド変位法」の最初の論文として引
用されている。
普通の研究をしていたら、とても米国と競争にならないの
やぐち
で、谷口雅春氏とともに、1 対の辺上で引張力をうける長方
形板に楕円孔がある場合、孔の先端の応力σを決定するため
に、有孔無限板に対する解析解を援用することを研究した。
楕円孔をもつ無限板の応力分布σ a はよく知られている。応
力集中部に近傍ではσとσ a は相似で、σ＝φσ a となる。粗
い要素分割による有限要素法を適用して、係数φを決める手
順を探るのが本研究の目的である。適当なφを用いると、
σ−φσ a は緩やかに変化するので、粗い要素分割の適用が可
能である。この方法で求まった最大応力値をσ a の最大値で
割ると、φが改良できる。この手続きを繰り返したときのφ
の収束値が正確な値であろう。実際には 2 回有限要素法の演
算を行うと収束値が求まる。この手続きを 1969 年春、機械学
会に谷口雅春氏との共著の論文講演「解析解を用いた有限要
素法」として発表した。この論文を、発見的方法で記述した
ため、審査員から論文の印刷掲載に異論が出て、討論を繰り
返した。弾性エネルギ極小原理に基づいて、φの収束値を求
める公式を導く研究論文を「マトリックス法に関する日米セ
ミナー(1969)」で発表し、この方が先に印刷された。機械学
会論文は新論文を引用して掲載され、機械学会論文賞をうけ
た。日米セミナーの論文も、発想が異常だが、正しいらしい

と評判になった。一般に、新しい概念の論文は、著者以外に
は飛躍したものに見えるので、読者に理解しやすいように、
論理的に書くことの必要性を痛感した。
この論文はき裂先端部の応力とくに応力拡大代係数の評価
に有効である。2 次元弾性論で得られている切り欠け先端を
原点とする解析解を利用するが、き裂先端で応力分布が特異
点をもち、∞になるので、新しい工夫が必要になる。徳田直
明氏のアイディアを入れて、き裂先端からの距離 r の異なる
次数の項をもつ解析解を複数採用し、それと同数の応力評価
点をき裂先端の近くの節点などに選んで、解析解の係数を決
定した。1/√ r に比例する解析解の係数が応力拡大係数に相当
する。この方法を角洋一氏とともに、3 次元的な応力拡大係
数の分布に応用した。この有限要素法による解を、デルフト
工大の Dr. Benthem のレポートの解析解を利用して改良した。
三菱重工高砂研で原子炉の材料試験に用いられたコンパクト・
テンション試験片の疲労破面の形状を、この理論計算で正確
に推定することができた。
実際問題に有限要素法を適用した人たちの成功とともに失
敗の経験を集め、それを体系化することを試みた。連立線形
方程式に定式化された有限要素法の基礎式の解は「離散化誤
差」とともに、計算機に関係する「丸め誤差」を含む。連立
線形方程式は「消去法」あるいは「共役勾配法」によって原
理的には正しく解くことができる。共役勾配法を 1 次元物体
に適用し、それを細分すると失敗することがあるが、複雑な
3 次元物体の場合は細分しても有効である。この事実を、連
立方程式の「条件数」の概念を用いて解明した。条件数が大
きいと、丸め誤差は拡大する。1 次元物体では細分により条
件数が増加するが、3 次元物体を細分すると条件数が減少す
ることによる。また、部分構造法を用いると、条件数の拡大
を防ぎ得ることが分かった。これらを第 2 回日米セミナーで
発表した。さらに「有限要素法の誤差論」に取りまとめ、山
田善一京大教授との共著「マトリックス法の誤差論」
（1972、
培風館）ができた。
一般に関心をもたれない基礎分野の研究が目にとまって
1983 年に日本学士院賞受賞したとき、機械学会会長から懇切
な祝辞を賜った。筆者の地味な研究を評価して計算力学部門
15 周年記念功労賞を頂いたことに感謝するとともに、本部門
の一層の発展を祈念する。
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CFD

大宮司 久明
東北大学名誉教授
この度ははからずも計算力学部門 15 周年記念で受
賞することになり、たいへん光栄に思っております。
私は 1960 年頃から流れの数値計算を始めたが、それ
は当時の高速力学（現流体科学）研究所には私の恩
師沼知教授のお弟子さん、年齢の近い四先輩がおら
れ、5 年のブランクを経て院生になった私としては同
じ業種に就くわけにいかず危険を冒しての船出とい
うことだった。ターボ機械が高速化（高比速度化）す
る中、翼列の翼が密になり解析的手法で扱い難くな
ったことに着目し、緩和法で計算を始めたのである。サウス
ウェルの緩和法の本は固体力学の某教授が借りておられ、借
りに行くと要約してくるようにいわれ全 2 巻の隅々まで読む
破目になった。始めの部分だけでも計算はできたが、残りの
部分にも効率よく計算するノウハウなどがあり、精読の効用
はすぐに現れた（なお分厚い要約を持参したときには意外の
ご様子でごく軽い気持ちでいわれたのだった）。
私の隠れた恩師は高久教授で、クーラン−ヒルベルトの応
用数学の教科書を講読するゼミに阿部前総長らと参加した。
その 2 巻目は特に難解で一人ではとても読めないものだった。
変分法は講義に、特性の理論は圧縮性流れの数値解法の理解
と研究に大いに役立った。またギンツブルク 1 の電磁波伝播
のゼミにも参加した。宇宙空間には 1 キロメートル立方に電
子が数個というところもある。電磁波はこのような媒体中を
も（ある周波数域はカットオフされるが）伝播する。電磁波
は粒子的であり波である。大学院を修了し高久教授の研究室
に入るべきか迷った末能力の限界を感じて断念した。今井功
先生はかつて流体力学の第一の黄金期は戦前戦中の航空で、
第二は今の CFD といわれた。裏を返せば私が研究を始めた当
時はその将来にあまり希望の持てない時期で、転身を図るべ
きか迷ったのである。なお高久教授は数年後に突然研究室で
倒れ急逝された。後で思えば、難しい本は風呂で読むという
のも奇妙なことで被爆の後遺症をお茶と気力で撥ね退けてお
られたのだった。
コンピュータは科学技術の発展に多大の貢献をする一方新
たな差別を生んだ。ここには他分野のことを書かせていただ
く。われわれの祖先、四肢類（tetrapods）は従来の教科書に
そうきるい
は総鰭類から進化したと書かれていた。外見的に肢に見える
ひれ
鰭が体の左右にありその現生種は 生きた化石 coelacanths
だ。下記の系統樹には大御所が関与しお墨付きを与えてきた
ことであろう。しかし 1970 年代に分岐論が登場しその見直し
が始まり、更にコンピュータで分子の分子配列（DNA 上の塩
基配列）の類似性を調べ正しい分岐図が作られた。四肢類は
硬骨魚（bony fish）や肺魚（lungfishes）よりも初期の魚
eusthenopteron に近い。分岐論は体制派の人々にとって、専門
用語を多用し特にソフトは難解で、自分や仲間の偉業にけち
をつけるけしからん存在だった。しかし講演会場で Stop this
madness, before it's too late. などと言っていた人も、最後は

自説の起死回生に賭け学者人生を終わったということである 2。
CFD の観衆には、CFD の専門集団はアイデンティティを確
立し、団結して部外者を寄せ付けないように見えたかも知れ
ない。数値スキームや乱流モデルの解説には不可解な概念や
専門用語が唐突に現れ、最近はそれらの説明が割愛されるこ
とも多い。説明を詳しくしていくとソフトに行き着くが、ソ
フトはたとえマニュアル付きでも難解で作者自身も分からな
くなっていることがよくある。CFD の成果として、例えば円
柱、角柱、ランプを過ぎる流れの解釈はだいぶ変わった。し
かし CFD の講演会場には、通常他分野の論客はおられないの
で、激論は起こりようもなかった。
人生は賭けで、CFD を専門としたことは幸いだった。しか
し平穏無事というわけでもなかった。まず MHD やプラズマ
に多大のエネルギーを費やし無駄を重ねた。それから日本の
コンピュータの後れに悩まされた。文部省は実績第一主義で、
ソフトのように実績のない分野には良いコンピュータを与え
ないそれでますます後れるという悪循環に陥っていた。この
困難は 1985 年を境に解消され、CFD にも陽光が差した。1978
年に日本機械学会誌に CFD の解説記事が掲載されて以来多く
の執筆依頼が舞い込み、約 20 年間に 30 数編の解説展望を書
いた。高い見識に基づいてというには至らず、場当たり的に
文献調査をしたため多忙に拍車をかけた。プロジェクト研究
の立上げや国際会議の開催では冷静を装ってはいたがはらは
らさせられる場面も多かった。研究成果や語学が劣っている
ことを自分に言い聞かせ劣等感のようなものを持ちつつ、う
ちの大学の名を上げるよう努力してきたが、今は考えもだい
ぶかわった。ともあれ充実感を持って停年を迎えられたこと
はたいへん幸せだった。それはもちろんコンピュータの奇跡
的進化と閉鎖的環境、流れ現象の特殊性と難解で長大なプロ
グラムなどの諸条件が揃ってのことだったが、研究室の良い
スタッフと他大学等の先輩同輩のご厚情なくしてはあり得な
いことであった。
本年度ノーベル物理学賞が V.L.ギンツブルク（87）［超伝
導理論］ら 3 氏に授与された。
2 R.Fortey. Life: An Unauthorised Biography, 1998, Flamingo;
生命 40 億年全史、渡辺政隆訳、2003、草思社
1
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ADSTEFAN

高橋 勇
株式会社 日立製作所 日立研究所
1．はじめに
鋳造法は溶融金属を型内に流し込み、凝固させることによ
って、ニアネットシェイプで製品を成形するプロセスであり、
経済的で生産性にすぐれるという特徴を持っている。そのた
め鋳造部品の利用範囲は多種多様にわたり、自動車をはじめ
電子機器、精密機械、家電品、日用品まで非常に多くの用途
に利用されている。反面、溶湯中への空気の巻き込みや溶湯
の温度低下に伴う湯境・湯回り不良などの欠陥も発生し、品
質の変動が激しいという欠点も合せ持っている。
鋳造時の湯流れ現象は高速、高温の環境下での気相、液相、
固相の混合相の非定常流動現象であり、実験的に外部から観
察することも困難である。これらの理由から、最適条件の策
定や欠陥の対策には技術者の経験的なノウハウに基づく試行
錯誤的な手法が用いられてきたため、健全な製品を生産する
ための型の試作や修正に多大な費用と労力が費やされてきた。
近年、鋳造品の品質、価格、納期に対する要求はますます
厳しくなってきており、鋳造プロセスにコンピュータシミュ
レーションを適用する鋳造 CAE 技術の導入が活発になってき
ている。
本稿では東北大学 新山英輔元教授・安斎浩一教授らが中心
となって発足した産学共同プロジェクト「鋳造 CAE 研究会
(Stefan）」で開発された研究成果を技術移転機関（TLO）を通
じて事業化した ADSTEFAN の概要とその適用例を紹介する。

自由表面の変形、移動現象を精度良く解析可能。7 年間の研
究会で培ってきた数値解析技術を駆使し、鋳造時の非定常、
非線形現象を短時間に、しかも安定的に解析可能。

図 2 湯流れ解析結果（自由表面表示）

・大規模解析モデル対応
独自の解析アルゴリズムにより高速かつ低メモリで流れ・
凝固現象を計算可能であり、1 億メッシュを越える超大規模
解析もパソコン上で実行・評価可能。

2．ADSTEFAN の機能概要と適用例
・幅広い鋳造プロセスに対応
重力鋳造、ダイカスト、チクソモールディングなど幅広い
鋳造プロセスにおける溶湯の流動現象湯ならびに凝固現象を
正確に解析可能。

図 3 1.2 億メッシュダイカスト流れ解析例

・ 3 次元 CAD データのトランスレーター
CAD データ（STL フォーマット）から直接メッシュデータ
を作成可能であり、形状データの入力作業を大幅に効率化す
ることができる。

図 1 携帯電話筐体湯流れ解析結果（充填時温度分布）

・信頼できる自由表面解析
独自の自由表面解析アルゴリズムにより 3 次元的に複雑な
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図 4 CAD データ形状と変換された差分解析モデル

・金型温度解析
金型鋳造での繰り返し鋳造時の金型の非定常温度変化を効
率的に解析可能。また、CSM（Cyclic Steady state heat balance
Method）を用いることで金型の定常温度分布を直接、短時間
に求めることができる。

図 7 断面観察結果と凝固解析結果の比較

・ダイカストスリーブ解析
ダイカストにおけるスリーブへの注湯からプランジャの移
動による溶湯の移動、キャビティ内への射出までの全プロセ
スをシームレスに解析可能。

図 5 金型の定常温度分布

・引け巣欠陥の発生予測
溶湯の温度変化と流動現象を同時に考慮することにより、
凝固に起因する引け巣欠陥の大きさ、位置、形状を正確に予
測可能。
図 8 ダイカストプロセス解析例

図 6 断面観察結果と凝固解析結果の比較

・熱応力・変形解析
凝固解析、金型温度の解析結果をもとに差分メッシュと温
度分布データから熱応力・変形解析が可能である。製品・金
型の変形、残留応力、割れなどの問題の最適化に利用するこ
とができる。

3．まとめ
本稿では ADSTEFAN の主な機能とその適用例について紹介
した。これらの機能は東北大学における鋳造 CAE 研究会時代
から、常にユーザーとの対話の中から現場サイドのニーズを
実現するために開発・追加されてきた機能である。現在、
ADSTEFAN は日本およびアジア各国で 100 を超えるお客様に
ご利用頂いており、これはこういった開発体制が評価された
結果であると自負している。様々な鋳造現象に対して CAE 技
術を適用することにより、製品開発の初期段階からコンピュ
ータを用いた仮想試作、仮想試験を行い、できるだけ少ない
試作回数で高品質の製品開発を短期間に行うという鋳造 CAE
本来の目標に向かって、さらなる技術開発を継続していきた
い。
なお、ADSTEFAN の詳細については下記ホームページをご
参照ください。
ADSTEFAN ホームページ

http://www.adstefan.com
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CAE

JSCAST

村上 俊彦（クオリカ㈱ インダストリアルビジネス事業部 PLM ソリューション部）
岡 正徳 （ヤンマー㈱ 技術統括本部 中央研究所 基盤研究グループ
金井 保博（ヤンマー㈱ 技術統括本部 中央研究所 基盤研究グループ）
（写真上より）
1．まえがき
鋳造プロセスは産業基盤を支える重
要な加工プロセスであると言っても過
言ではない。例えばパソコンのケース
や自動車のシリンダブロック、工作機
械のヘッド、ジェットエンジンの動翼
など日用品・家電品から工業製品まで
多くのものが鋳造により製造されてい
る。日本の鋳造品の生産量は米国、中
国についで世界で第 3 位であり、関連
産業を含めると 3 兆円に近い産業規模
である。しかし、近年産業のグローバ
ル化、開発途上国の追い上げなどによ
り、企業間または生産国間の低コスト、
短納期、高品質競争はますます激しく
なってきている。これらの背景から、
CAE（Computer Aided Engineering ：
コンピュータ支援技術）が非常に重要視され、近年非常に進
歩した。ここでは、鋳造 CAE システム「JSCAST」［1］の概
要、ユーザによる適用事例ならびに今後の開発動向を紹介す
る。
2．鋳造 CAE システム「JSCAST」の概要
図 1 に JSCAST のシステム構成を示す。JSCAST はこれまで
に鋳造方案設計者自身が使えるユーザー・フレンドリーなシ
ステム開発を最重視してさまざまの工夫および改良を施して
きた。

円錐、回転体、曲管など）を作成する機能と 3 次元 CAD デー
タ（STL など）を直接取り込みモデリングする機能を備えて
いる。3 次元形状を入力した後、自動メッシュ分割機能やメ
ッシュ材質の編集（局所修正）機能により構造格子（直交要
素、非等間隔）を作成し、解析用のメッシュデータを作成す
る。これにより、オペレータは製品形状の入力からメッシュ
データの完成までほとんど自動的にできあがる。
（2）メイン・プロセッサ（シミュレーションプログラムの本
体）
現在の JSCAST には鋳型充填過程の流動解析、鋳型充満後
の凝固解析、引け巣の 3 次元実体予測、マクロ偏析予測、そ
の他の熱応力・変形予測ソルバと連成するための温度データ
変換インターフェイスなどの解析機能がある。特に流動・凝
固解析機能については流動および伝熱境界条件を柔軟に対応
させることによって現在までに重力鋳造、ダイカスト、低圧
鋳造、減圧鋳造、傾斜鋳造、砂型鋳造、金型鋳造、精密鋳造
などの鋳造方法に適応できるようにした。
（3）ポスト・プロセッサ（解析結果の可視化表示プロセッ
サ）
3 次元解析結果を有効利用できるようにするためには、解
析結果および解析モデルの 3 次元グラフィックスによる可視
化表示が不可欠である。本システムでは豊富なグラフィック
表示機能（アニメーション、拡大・縮小、回転、移動、任意
断面、コンター線・面表示、変化曲線表示など）のほか、凝
固や湯流れに起因する鋳造欠陥を推定するための簡易予測パ
ラメータを多数備えている。さらに、オペレータが解析結果
を迅速に評価・検討できるように、きめ細かい表示方法の工
夫や操作性の向上がなされている（図 2）。

鋳型内の空気
が集まる場所

最終充填位置の
湯流れ欠陥予測

溶湯先端
速度低下

溶湯先端
温度低下
速度分布表示

充填時間表示
温度分布表示

湯境い・湯廻り不良・湯じわ・ガス巻込み・乱流

図 1 システム構成
図 2 ダイカスト鋳造（携帯電話）の解析事例

（1）プリ・プロセッサ（形状定義および要素分割プロセッサ）
と 3 次元 CAD データとの連携
実際の鋳造工場で、複雑な 3 次元形状の鋳造品を実用的に
解析するためには立体形状を短時間で効率的に入力する必要
がある。本システムはタブレット（外部形状入力装置）を利
用し 2 次元製品・方案図をもとに基本立体形状（角柱、円柱、

3．鋳造 CAE システム「JSCAST」の適用事例
図 3 に 3 気筒のディーゼル機関シリンダーブロック（材質：
低合金系片状黒鉛鋳鉄、主型：生型、中子：シェル）のきら
い欠陥対策と方案歩留り向上を目的とした湯口方案検討のシ
ミュレーション例を示す［2］。実測結果より図 3（a）の A 部
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のきらい不良は溶湯温度が他の気筒と比較して鋳込み温度が
低いために発生すると考え、次に JSCAST による湯流れ計算
を実施した結果を図 3（b）に示す。注湯完了時の温度分布か
ら A 部の気筒の温度が低く実際とよく一致していることが確
認できた。

図 5 プロジェクトの取り組み

（a）解析モデル

（b）温度分布解析例

図 3 シリンダーブロック形状と解析結果

図 4 に示す湯口形状や湯口比の方案を検討し、シミュレー
ションと実験計画法の併用により最適な方案を決定し実機注
湯において確認した結果、きらい不良率を 1 ／ 4 に低減し、歩
留まりを 10 ％向上することができた。

図 4 湯口方案形状

4．鋳造 CAE システム「JSCAST」の新規開発
（1）革新的鋳造シミュレーション技術の研究開発
現在、大阪大学工学大中逸雄教授をプロジェクトリーダー
として、前工業技術院の新規産業創出型産業科学技術開発制
度により、文部科学省との連携で、新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）の委託研究として「JSCAST」を基本
とした「革新的鋳造シミュレーション技術の研究開発」を試
みた（開発期間： H11 年〜 H14 年）。
本研究開発の目的は、一方向凝固精密鋳造シミュレーショ
ン、凝固組織シミュレーション、チャンネル型偏析シミュレ
ーション、一般精密鋳造シミュレーション、アルミニウムお
よび球状黒鉛鋳鉄の引け巣欠陥シミュレーション、シミュレ
ーションに必要な材料物性値および熱力学データの計測技術
の開発である（図 5）
。
（2）設計・製造のためのナレッジマネジメントシステム
「JCaP」の開発
鋳造現場における技術ノウハウを伝承するためにも多様な
データを効率的に蓄積することが重要であり、それらを一元
化管理できるリレーショナル・データベースとしてマルチメ
ディア・データベースを適用し、ベテランのノウハウ（経験
や知識）を構築するための仕組みも開発している（図 6）。

図 6 JCaP の概要

本システムでは、①情報検索時間の短縮、②書類作成工数
の低減、③担当者間での情報の共有化、相互啓発、④方案設
計根拠の明確化と蓄積、伝承などの効果が期待できる。
5．あとがき
産官学共同で開発された鋳造 CAE システム「JSCAST」は、
すでに国内で約 300 社程の企業で利用されている。今後開発
される革新的鋳造シミュレーション技術の研究開発では、現
状のシミュレーションシステムに対して、適用範囲の拡大（一
般精密鋳造から一方向凝固精密鋳造）
、解析機能の充実（湯流
れ・凝固のみならず、凝固組織、偏析欠陥、引け巣・ポロシ
ティの直接シミュレーションが可能）
、物性値データベースの
構築機能の強化、計算時間の大幅短縮と大容量計算への対応
により耐熱合金を用いた製品の製造効率の抜本的な向上や歩
留り向上ならびに、鋳造分野全般についてもコストの大幅削
減、リードタイムの大幅短縮も期待できる。
参考文献
［1］大中逸雄、長坂悦敬、村上俊彦：素形材、VOL．37、NO.
5、pp1-8、1996
［2］岡 正徳、金井 保博、荻野 知也：第 13 回 JSCAST ユ
ーザ会テキスト（コマツソフト）、PP3-17、2002
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PAM-CAST / ProCAST
伊藤 彰宏
日本イーエスアイ株式会社 技術本部
1. はじめに
飛躍的なコンピューターの性能向上に伴って様々な分野に
おけるシミュレーション技術が発展を続けている。鋳造プロ
セスにおいても本来視覚化することが困難な複雑形状中の高
温、反応、流動現象をシミュレートすることによって、従来
の経験に基づいたプロセス開発・設計に加えて、シミュレー
ション技術による予測技術が大きな役割を担うようになって
きている。
弊社では設計、製造分野における様々なシミュレーション
技術を提供してきた。鋳造分野に関しても直交メッシュを使
用した有限体積法による鋳造解析シミュレーションソフト
「PAM-CAST」を提供してきたが、今春からあらたに有限要素
法による「ProCAST」が弊社グループに加わり、2 種類の異
なるソリューションを提供することによってユーザーの細か
なニーズに対応することが可能となった。ここでは弊社の鋳
造シミュレーションに対する取り組みについて、2 種類のソ
フトウエアをどのようなニーズに対して提案していくか、と
いった点を含めて紹介する。

状の要素分割の影響による精度低下が懸念される。これを抑
えるためには一般的に要素間隔を極めて細かく設定し、階段
形状の影響を極力小さくするといった方法がとられるが、要
素数の増大に伴って計算時間や使用メモリの増大といった問
題が生じる。PAM-CAST ではこの問題を最小にするために図
2 に示すような Correction Factor という概念を採用している。
これは各直交要素内の製品部相当形状を Volume Fraction の値と
して自動的に計算し、外観上階段状を呈しているが、その数
値解析時には精度良く形状を認識している。これを各要素の
面に対しても製品部に相当する Surface Fraction の値を自動的
に計算するので、比較的取り扱いが容易な直交メッシュを使
用しても高精度の鋳造解析結果が得られる。

2. PAM-CAST
弊社の鋳造解析ソリューションとしては従来から有限体積
法による「PAM-CAST」を提供してきた。これは図 1 に示す
ような直交要素分割による手法を採用しており、外観および
特徴としては差分法に近い。
図 2 Correction Factor の概念図

また PAM-CAST の特徴として溶融金属のみではなく鋳型内
のガスの挙動についても Navie-Stokes 方程式を解いており、
ガスの影響をより精度良く評価しながら溶融金属の挙動を計
算している。その結果、より精度のよいエアトラップの評価
が期待される。
さらにヨーロッパでは比較的早くから開発段階に入ってい
た半溶融・半凝固鋳造（チクソキャスティング）のニーズに
対応すべく、ビンガム流体モデルを採用したチクソキャステ
ィングモジュールの開発をいち早く始め、非ニュートン流体
でも高精度のシミュレーションが可能である。
その他、ロストフォーム鋳造や熱応力解析モジュールも開
発しており、様々なユーザーニーズに積極的に対応している。
そして欠陥予測に対してもダイカストにおけるプランジャー
のプレッシャーの影響を考慮した予測を行うなど、ユーザー
ニーズを反映した開発を進めている。
図 1 直交メッシュ（PAM-CAST）

このような直交要素を採用すると、図 1 にも見られる階段

3. ProCAST
「ProCAST」は有限要素法を採用した鋳造解析ソフトウエア
であり、直交要素をベースとしたソフトウエアとは異なるア
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プローチにより世界各地で広く使用されているソフトウエア
である。弊社では上記 PAM-CAST とは明確な相違を持つこの
ソフトウエアをグループ製品に加え、より高度でユーザーニ
ーズに適したソリューションを提供できる体制を整えること
ができた。
上記したように直交要素の場合は階段状の形状認識により
流動方向および抜熱挙動に影響を及ぼすことが懸念される。
図 3 に同一形状の有限要素モデルおよび直交要素モデルを示
す。これよりスポーク部等の曲面形状の再現性に差が生じる
ことがわかる。特に薄肉湾曲部材においては、直交要素では
肉厚方向に要素数を増やすことが困難になり、流れへの影響
が懸念される。それに対して有限要素メッシュを採用してい
る ProCAST については基本的に形状認識に関する問題は生じ
ず、より高精度を得ることができる。

図 3 ホイールモデルの要素設定

最近は充填・凝固挙動にとどまらず、製品の反りや残留応
力を予測する熱応力解析のニーズが高い。PAM-CAST でもそ
のニーズに対応すべく開発を行ってきたが、応力解析には有
限要素法を採用することから直交要素から有限要素メッシュ
への export が必要であり、有限要素メッシュを作成する作業
工数が必要となる。これは他の直交要素系のソフトウエアで
も基本的には同じであり、直交要素による応力解析の試みも
行われているものの、まだ十分評価されてはいない。その点
ProCAST は充填・凝固の段階から有限要素法を採用している
ため、充填解析から熱応力解析へスムーズに実行でき、そこ
までの予測を必要とする場合には ProCAST のような有限要素
法の方が作業時間の観点から有利となる。また充填時から応
力・変形解析を行うことができるため、図 4 に示したような
充填中の金型応力分布や変形挙動といった予測も可能である。

図 4 充填時の金型応力分布

4. PAM-CAST と ProCAST
上記のような特徴を持つ 2 つのソフトウエアを提供する弊
社としては以下のような考え方をベースにユーザーニーズに
応じたソリューションを提供している。
一般的に言って直交要素は本質的にモデル形状とは無関係
に作成することができるので、ユーザーの自由な要素設定が
可能なため作業性には優れている。一方、有限要素法はモデ
ル形状に依存した要素を作成する必要があるため要素作成に
時間がかかるが、上記したように形状再現性に関しては非常
に有利であり、高精度の解析結果が得られる。PAM-CAST で
も上記したように Correction Factor の採用により形状再現性は
通常の直交メッシュよりも大幅に改善されているが、特に薄
肉鋳物の場合、薄肉層部の要素数が増大する問題もあり、こ
の点から有限要素法が有利と言える。逆にある程度肉厚のあ
る製品では製品境界部の階段形状の影響は無視できるレベル
になるので、その場合では作業性の観点から直交要素でも十
分な精度を確保できるものと考えられる。
以上のような特徴を持ったソフトウエアの位置付けとして、
弊社ではエントリーレベルのソフトウエアとしては作業性の
よ い PA M - C A S T を 、 よ り 高 精 度 の 検 討 を 行 う た め に は
ProCAST をという位置付けでマーケットに 2 つのソリューシ
ョンを提供している。
5. まとめ
鋳造解析方法をその形状認識の観点から大別すると直交要
素法と有限要素法に大別できる。各々に利点を持つため、ユ
ーザーの目的に応じて適切なソリューションが選択されるべ
きである。
本稿にて述べてきたように、弊社ではその両法のソリュー
ションを提供することか可能であり、単なるソフトウエア会
社ではなくエンジニアリングカンパニーとして、これからも
様々なユーザーニーズに対して最適なソリューションを提案
してユーザーと共に CAE 技術の発展に寄与していく所存であ
る。
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冨田 佳宏
2003 年計算力学講演会担当委員長
神戸大学
開催日 2003 年 11 月 22 日（土）− 24 日（月）
会 場 神戸大学工学部
（神戸市灘区六甲台町 1-1）
講演会情報の入手、会場へのアクセス方法、学術講演プロ
グラム、宿泊等の最新情報は下記ホームページで公開してお
りますのでブックマークして定期的にご確認をお願い致しま
す。
講演会ホームページ
http://solid2.scitec.kobe-u.ac.jp/~cmd2003/
講演・討論時間
一般講演： 15 分（講演 10 分、討論 5 分）
特別講演（1）
日
時 11 月 22 日（土）13 ： 00 〜 14 ： 00
場
所 神戸大学神大会館六甲ホール
講演題目 「ハイエンド映像制作におけるデジタル化とコ
ンピュータ技術」
講
師 塚田真人（（株）IMAGICA エンジニアリングソ
リュ−ション部 取締役 統括部長）
特別講演（2）
日
時 11 月 23 日（日）15 ： 00 〜 16 ： 00
場
所 神戸大学神大会館六甲ホール
講演題目 数字の言語学
講
師 窪薗晴夫（神戸大学文学部 教授）
市民フォーラム
日
時 11 月 24 日（月）13:00~17:00
テーマ 「身近な物理現象をコンピュータで解き明かす！」
（講演 4 件）
企 画 者 渋谷陽二（大阪大学）
場
所 兵庫県県民会館 10 階会議室「福」
フォーラム（話題提供件数、企画者、日時、場所）
F01 エンターテインメント計算力学（4 件）
矢部 孝（東工大）、青木尊之（東工大）
11 月 22 日（土）14:30 〜 17:30 第 1 室
F02 新しい乱流解析法（ナビア・ストークス方程式からの
脱却）（3 件）
小尾晋之介（慶応大）
11 月 24 日（月）13:00 〜 15:45 第 2 室
F03 流体構造連成解析の数理の新展開（5 件）
吉村 忍（東大）

11 月 23 日（日）9:00 〜 12:00 第 1 室
F04 コンピューテーショナルバイオニックデザイン（5 件）
尾田十八（金沢大）、坂本二郎（金沢大）
11 月 22 日（土）14:30 〜 17:30 第 4 室
F05 マルチスケール結晶塑性はいつ完成するのか？（4 件）
長谷部忠司（同志社大）、渋谷陽二（阪大）
11 月 22 日（土）14:30 〜 18:00 第 8 室
F06 電磁流体解析関連技術（4 件）
金山 寛（九大）
11 月 22 日（土）14:30 〜 17:30 第 2 室
F07 地球シミュレータ利用の動向（5 件）
奥田洋司（東大）
11 月 24 日（月）14:30 〜 17:30 第 10 室
F08 ハイエンド PC クラスタの現状と将来（7 件）
三木光範（同志社大）、廣安知之（同志社大）
11 月 24 日（月）14:30 〜 17:30 第 4 室
F09 計算力学と設計工学（6 件）
萩原一郎（東工大）
11 月 24 日（月）14:30 〜 17:30 第 11 室
オーガナイズドセッション（講演件数、オーガナイザー、日
時、場所）
（1）CG と計算力学（9 件）
青木尊之（東工大）、白山 晋（東大）、鈴木克幸（東
大）
11 月 22 日（土）9:00 〜 11:30 第 1 室
（2）流体の数値計算法とその応用（9 件）
登坂宣好（日大）、近藤典夫（日大）
11 月 24 日（月）9:00 〜 11:30 第 2 室
（3）混相流のシミュレーション（8 件）
鳥居修一、李 輝（鹿児島大）
11 月 22 日（土）9:15 〜 11:30 第 2 室
（4）乱流解析法の設計問題および騒音問題への応用（6 件）
加藤千幸（東大）、梶島岳夫（阪大）
11 月 24 日（月）16:00 〜 17:30 第 2 室
（5）格子法（格子気体法、格子ボルツマン法など）による
熱流動解析（12 件）
高田尚樹（産総研）、瀬田 剛（富山大）
11 月 23 日（日）9:15 〜 14:00 第 2 室
（6）伝熱プロセス関連諸問題に対する数値解析の新しい展
開
（5 件）
中部主敬（大府大）、稲室隆二（京大）
11 月 22 日（土）9:00 〜 10:15 第 3 室
（7）マイクロスケール流れに対するシミュレーション技術
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とその応用（6 件）
里深信行（京工繊大）、森西晃嗣（京工繊大）
11 月 22 日（土）10:30 〜 12:00 第 3 室
（8）熱・流体工学における分子シミュレーション（10 件）
松本充弘（京大）、芝原正彦（阪大）
11 月 22 日（土）14:30 〜 17:15 第 3 室
（9）流体・構造連成解析（13 件）
久田俊明（東大）
11 月 24 日（月）13:15 〜 17:00 第 1 室
（10）CIP 法の現状と応用（10 件）
矢部 孝（東工大）、肖 鋒（東工大）
11 月 23 日（日）9:00 〜 11:45 第 3 室
（11）先端材料の機能性発現と最適化における計算力学（21
件）
須見尚文（静岡大）、菅野良弘（岩手大）、渡辺一実
（山形大）
11 月 24 日（月）9:00 〜 17:00 第 3 室
（12）破壊・損傷に関する最近の解析・シミュレーション
技術（8 件）
西岡俊久（神戸大）、藤本岳洋（神戸大）
11 月 23 日（日）10:30 〜 14:00 第 6 室
（13）電子デバイス実装・電子材料と計算力学（23 件）
宮崎則幸（九大）、于 強（横国大）
11 月 24 日（月）9:00 〜 17:30 第 7 室
（14）界面と接着・接合の力学（23 件）
池田 徹（九大）、古口日出男（長岡技大）
11 月 24 日（月）9:00 〜 17:00 第 8 室
（15）不確定性評価とその応用（9 件）
中易秀敏（甲南大）、小木曽望（阪府大）、中西真悟
（阪工大）
11 月 23 日（日）9:15 〜 11:45 第室 第 9 室
（16）境界要素法とその周辺技術（10 件）
田中正隆（信州大）、松本敏郎（信州大）、天谷賢治
（東工大）
11 月 22 日（土）9:00 〜 11:45 第 8 室
（17）逆問題解析手法の開発と最新応用（16 件）
田中正隆（信州大）、久保司郎（阪大）、井上裕嗣（東
工大）
11 月 23 日（日）9:00 〜 14:30 第 7 室
（18）循環器系における計算バイオメカニクス（10 件）
稲葉忠司（三重大）、佐脇 豊（三重大）、和田成生
（東北大）、山口隆美（東北大）
11 月 22 日（土）9:00 〜 11:45 第 4 室
（19）計算ソリッドバイオメカニクス（10 件）
田中正夫（大阪大）、吉川暢宏（東大）、鈴木克幸（東
大）、安達泰治（神戸大）
11 月 23 日（日）9:00 〜 11:45 第 4 室
（20）スポーツ工学とシミュレーション（8 件）
西脇剛史（アシックス）、松本金矢（三重大）
11 月 24 日（日）9:15 〜 11:30 第 4 室
（21）解析と最適化（22 件）
多田幸生（神戸大）、山崎光悦（金沢大）、小木曽望
（阪府大）
11 月 24 日（月）9:15 〜 16:45 第 9 室
（22）ものつくりプロセスのシミュレーション（12 件）

牧野内昭武（理研）、小島俊雄（産総研）
11 月 24 日（月）13:00 〜 16:45 第 6 室
（23）マルチスケール計算力学：マクロ、メゾ、マイクロ、
ナノ（16 件）
大野信忠（名大）、高野直樹（阪大）、岡田 裕（鹿児
島大）、寺田賢二郎（東北大）
11 月 22 日（土）9:15 〜 17:15 第 7 室
（24）材料の塑性挙動の構成式のモデル化とシミュレーシ
ョン（11 件）
今谷勝次（京大）、長岐 滋（東京農工大）、渡部 修
（筑波大）、山田貴博（横国大）
11 月 24 日（月）9:00 〜 12:00 第 6 室
（25）材料の組織・強度に関するマルチスケールアナリシ
ス（35 件）
仲町英治（阪工大）、大橋鉄也（北見工大）、中曽根祐
司（東理大）、志澤一之（慶大）
11 月 23 日（日）9:00 〜 14:15 第 5 室
11 月 24 日（月）9:00 〜 16:30 第 5 室
（26）ポリマの変形と破壊に関するモデリングとシミュレ
ーション（17 件）
冨田佳宏（神戸大）、志澤一之（慶大）、黒田充紀（山
形大）、佐野村幸夫（玉川大）
11 月 22 日（土）9:00 〜 16:00 第 5 室
（27）電子・原子シミュレーションに基づく材料特性評価
（25 件）
渋谷陽二（阪大）、北村隆行（京大）、東 健司（阪府
大）
11 月 22 日（土）9:00 〜 17:15 第 6 室
11 月 23 日（日）9:00 〜 10:15 第 6 室
（28）解析モデルと計算の品質（10 件）
白鳥正樹（横国大）、藤井孝藏（宇宙科学研究所）、澁
谷忠弘（横国大）
11 月 23 日（日）9:15 〜 12:00 第 8 室
（29）大規模連成解析と関連話題（5 件）
金山 寛（九大）、塩谷隆二（九大）
11 月 24 日（月）10:45 〜 12:00 第 1 室
（30）メッシュフリー／粒子法（35 件）
矢川元基（東大）、野口裕久（慶大）、越塚誠一（東
大）、萩原世也（佐賀大）
11 月 22 日（土）14:30 〜 17:00 第 10 室
11 月 23 日（日）9:00 〜 14:00 第 10 室
11 月 24 日（月）9:15 〜 14:15 第 10 室
（31）社会及び環境のシミュレーション（6 件）
吉村 忍（東大）
11 月 23 日（日）13:00 〜 14:30 第 1 室
（32）広域分散ネットワーク利用シミュレーション（6 件）
塩谷隆二（九州大）、奥田洋司（東大）
11 月 24 日（日）9:00 〜 10:30 第 1 室
（33）進化的計算（5 件）
三木光範（同志社大）、廣安知之（同志社大）
11 月 24 日（土）13:00 〜 14:15 第 4 室
（34）次世代 CAD/CAE（16 件）
萩原一郎（東工大）、秋葉 博（アライドエンジニアリ
ング）、吉田康彦（サイテック）
11 月 24 日（土）9:00 〜 14:15 第 11 室
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一般セッション（講演件数、日時、場所）
GS01 ：動力学解析（1）（4 件）
11 月 22 日（土）9:15 〜 10:15 第 9 室
GS02 ：動力学解析（2）（4 件）
11 月 22 日（土）10:30 〜 11:30 第 9 室
GS03 ：衝突現象の解析（5 件）
11 月 22 日（土）14:30 〜 15:45 第 9 室
GS04 ：材料・構造の力学挙動解析（1）（6 件）
11 月 22 日（土）16:00 〜 17:30 第 9 室
GS05 ：流体関連解析（4 件）
11 月 23 日（日）13:00 〜 14:00 第 3 室
GS06 ：材料・構造の力学挙動解析（2）（5 件）
11 月 23 日（日）13:00 〜 14:00 第 4 室
GS07 ：有限要素メッシュ生成（4 件）
11 月 23 日（日）13:00 〜 14:00 第 8 室
GS08 ：設計と評価（5 件）
11 月 23 日（日）13:00 〜 14:15 第 9 室
部門賞授賞式
日 時： 11 月 23 日（日）16 ： 00 〜 16 ： 30
場 所：神戸大学神大会館六甲ホール

懇親会
日 時： 11 月 23 日（日）18 ： 00 〜 20 ： 00
場 所：神戸大学生協六甲台カフェテリア
参加登録
参加登録の手続きは当日受付で行います。登録料は下記の
ようになっております。
会 員 10,000 円、 会員外 15,000 円
学生員
2,000 円、会員外学生 3,000 円
ただし、会員、会員外には講演論文集を含みますが、
学生員、会員外学生員には講演論文集を含みません。
講演論文集
会員・登録者特価 5,000 円、定価 8,000 円
講演論文集のみご希望の方は、代金を添えてお申し込み下
さい。講演会終了後発送いたします。
講演会に関する問合わせ先
日本機械学会計算力学部門担当 野口明生
Tel: 03-5360-3500 ／ Fax: 03-5360-3508
Email: noguchi@jsme.or.jp

演奏会
日 時： 11 月 23 日（日）16 ： 30 〜 17 ： 30
場 所：神戸大学神大会館六甲ホール
演 奏：神戸大学オーケストラ有志（弦楽四重奏）
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澤田 恵介
2004 年計算力学講演会担当委員長
東北大学大学院 工学研究科 航空宇宙工学専攻
開催日 2004 年 11 月 18 日(木)〜 20 日(土)
会 場 仙台市民会館
(仙台市青葉区桜ヶ岡公園 4 番 1 号)
第 17 回計算力学講演会は、東北地区に会場を移し、杜の都
仙台で開催されることになりました。開府 400 年を迎えた仙
台は、東北地区を代表する都市として、また緑に恵まれアカ
デミックな雰囲気に満ちた近代的な都市として知られていま
す。太平洋に面しているため、夏は涼しく冬は意外に暖かく
過ごすことができます。蔵王をはじめ山にも近く、冬にはス
キーや温泉を楽しむことができます。松島などの名所旧跡も
多く仙台は様々な魅力に溢れています。いろいろな料理を楽
しめることも仙台の魅力のひとつでしょう。海が近いので海
産物がとても新鮮に感じられます。また牛タン料理が有名で、
多くの専門店が街で競い合っています。東北新幹線を使いま
すと東京からわずか 100 分ほどで仙台市に着きます。また、
郊外の仙台空港は日本各地を空路で結んでいますので、交通
アクセスは大変良好です。講演会場である仙台市民会館は、
仙台市の中心部の西側に位置し、広瀬川の河畔に面していま

す。中心部の繁華街からは徒歩圏内ですので、活気のある街
の様子を講演会の合間にご覧いただけると思います。
講演会の開催日、会場が決まりましたが、実行委員会の立
ち上げなどはこれからの作業になります。研究発表の募集に
際しては、多数の会員の皆様からのお申し込みを頂戴したい
と思っています。また、フォーラム、オーガナイズドセッシ
ョン、ワークショップ等の様々な企画をご提案ください。計
算力学に関わる数多くの分野からの研究者の交流や討論が活
発に行なわれますように、万全の準備を進めていく所存です。
会員の皆様のご支援とご協力を賜りますようよろしくお願い
申し上げます。
連絡先:
澤田恵介
東北大学大学院工学研究科
航空宇宙工学専攻
〒 980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉 01
Tel: 022-217-6998 ／ Fax: 022-217-7998
E-mail: sawada@cfd.mech.tohoku.ac.jp
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2004
成田 吉弘
2004 年度年次大会担当委員長
北海道工業大学 機械システム工学科
すでにご承知のように、2004 年 9 月 6 日（月）〜 8 日（水）
の 3 日間にわたり札幌（北海道大学）において、2004 年度年
次大会が開催されます、計算力学部門が主幹事となるオーガ
ナイズトセッションについてはすでに、以下の 4 件が決まっ
ております。
1、「エレクトロニクス実装における熱制御および信頼性評
価」（合同企画部門：熱工学、材料力学、情報精密）
オーガナイザー：干強（横浜国大）、石塚勝（富山県大）、
三浦英生（東北大）、吉田和司（日立機研）
。
2、「シェル構造の計算力学と先端アプリケーション」（合同
企画部門：機械力学計測制御、材料力学、バイオエンジニア
リング）
オーガナイザー：成田吉弘（道工大）、鈴木勝義（山形大）、
吉田聖一（高知高専）、青村茂（都立大）。
3、「次世代の CAD ／ CAE」（合同企画部門：設計工学シス
テム）
オーガナイザー：萩原一郎（東工大）、秋葉博（アライドエ
ンジニアリング）、吉田康彦（サイテック）。

4、「折り紙・スマートストラクチャー」（合同企画部門：機
械力学計測制御）
オーガナイザー：萩原一郎（東工大）、梶原逸朗（東工大）。
また、「1. 基調講演、2. 先端技術フォーラム、3. ワークシ
ョップ、4. 部門同好会、5. 新技術開発リポート、6. 新企画行事」
などの特別行事については現在、企画を募集中です。良いア
イデアをお持ちでしたら、2003 年 12 月 12 日（金）までに企
画内容を下記あて（e-mail あるいは Fax）お送りいただきたく
お願いします。詳しい資料は下記問合せ先へ請求してくださ
い。日本機械学会の年次大会と部門活性化のために、積極的
なご協力を宜しくお願いします。
＜問合せ・申込み先＞
成田吉弘（機械システム工学科、北海道工業大学）
Tel: 011-688-2280 ／ Fax: 011-681-3622
e-mail: narita＠hit.ac.jp

萩原 一郎
設計工学関連技術委員長
東京工業大学 大学院理工学研究科 機械物理工学専攻
1．はじめに
昨今、自動車開発を例にすると、図 1 に示すように、クレ
イモデルは 3 次元 CAD データに、試作車はプリサイスなモデ
ルに、実験の代わりにシミュレーションといったいわゆるデ
ジタル設計技術への変革によって、40 ケ月を要した開発期間
は 15 〜 20 ケ月に短縮されている(1)、(2)。しかし、CAD/CAE
のフレキシブルな往来が容易でない、CAD/CAE の設計初期
での適用が容易でないといった未解決な課題がある。また物
造りの根幹となる CAD/CAE の分野で日本発のものが容易に
見られないことは憂慮すべきことである。例えば CAD の分野
では、CATIA に集約されていく状況である。そこで現状欧米
中心のデジタル設計技術を計算力学サイドから見直し、この
分野においても日本がリードして行くために何をすべきか議
論すべく本技術委員会の設立を提案した次第である。
2．講習会の開催
議論すべき場として、技術委員中心に本部門企画の講習会
を毎年考えておりこの 7 ／ 2、3 に「日本発ー物造りのための
次世代 CAD ／ CAE 技術」と題して早速次のように講習会を

開催した。
「開催の趣旨」
デジタル設計時代の現在、すでに多くの CAD/CAE ソフト
がある。しかしこれらは、次の点で未だ十分とはいいがたい。
・設計初期で仕様がそろわないときの CAD/CAE の適用は困
難である。
・有限要素法を代表とする CAE 技術では、燃費や動力などの
解析は困難である。
・現在の CAD システムでは、フィレットやトリムの扱いは困
難、データ量が多いという問題がある。
・汎用 CAE ソフトでは大規模問題の並列処理に十分に対応し
きれない面がある。
これらの課題に対し、次の新しい国産の技術が誕生し活
用されだしている。
・曲線・曲面表現に優れたサブディビジョン法に、飛び飛び
の設計仕様を補間するモーフィング技術
・独自の機能モデル
・面積座標に基づくトポロジー CAD
・大規模問題並列処理技術、並列処理に基づく最適化解析技
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クレイモデル

データモデル
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試作車

実験機器

プリサイスモデル

コンピュータ・シミュレーション

図 1 自動車開発を例にしたデジタル設計への変革の様子

術
・自在に詳細度を制御できる独自のポスト処理技術
これらの国産の CAD/CAE 技術を単独であるいは市販の
CAD/CAE システムに随所に組み込むことにより実設計への
飛躍的な貢献が期待され、研究者、設計に携わるエンジン二
ア、ソフトウエアベンダーなど多くの方々でディスカッショ
ンを行いたい。
題目・講師（7 月 10 日）
10 ： 00 〜 12 ： 00 ／（1）次世代統合 CAD/CAE システムの
目指すもの（東京工業大学教授 理工学研究科機械物理工学
専攻 萩原一郎）
「次世代技術の中から、CSRBF に基づくモーフィング、リ
フティングサブディビジョンなどのポスト処理技術、六面体
メッシュ生成技術などについて述べた」
13 ： 00 〜 15 ： 00 ／（2）機能モデルの理論と応用（法政
大学教授 工学部機械工学科 長松昭男）
「機械の機能を表現する新しいモデル化手法を提案し、それ
を用いて機械製品の設計開発を仮想化する方法を述べ、自動
車の開発に応用した実用事例を紹介した」
15 ： 00 〜 17 ： 00 ／（3）並列処理技術に基づく最適化解析
（同志社大学教授 工学部知識工学科 三木光範）
「最適化は解析と設計変数の効果的な変更の繰返しからな
り、複雑な最適化問題を解く場合には膨大な計算量となる。
このため並列処理が必須となる。ここでは、進化的最適化手
法の並列化と高性能の PC クラスタの構築について述べた」
題目・講師（7 月 11 日）
10 ： 00 〜 12 ： 00 ／（4）大規模並列処理技術の現状と課題
（東京大学院新領域創成科学研究科環境学専攻教授 吉村忍）
「並列処理技術の基礎を分かり易く解説した後に各種 CAE
アルゴリズムに適した並列処理アルゴリズムの選択について
述べる。最後に、現状と今後を展望した」

13 ： 00 〜 15 ： 00 ／（5）トポロジー CAD による設計事例と
その効果（サイテック株式会社 代表取締役 吉田 康彦）
「3 次元 CAD は本来成型加工品の設計製造の為の金型技術
に要求されたものであるが、現在のブール演算形のソリッド
CAD は、積み木細工のような形状記述と、トリム面という曲
面の表現形式を採用している為に、形状の連続性が無く CAM
や CAE に利用する為にはデータの作り換えが必要で、物作り
技術を混乱させている。粘土細工のようなトポロジー操作の
CAD による設計技術の抜本的改善を提案した」
15 ： 00 〜 17 ： 00 ／（6）PC クラスターによる大規模並列
処理の適用事例（株式会社アライドエンジニアリング社長 秋
葉博）
「PC クラスタ・並列処理による CAE システムが実用化の
段階に入っている。並列ソルバには並列処理に適したアルゴ
リズムが必要である。適切なアルゴリズムがないと，十分な
パフォーマンスは得られないし，小規模な問題では逐次処理
型ソルバに負けてしまうこともありえる。本講演では，新開
発並列構造解析ソルバのアルゴリズムを紹介し，いくつかの
計算例を紹介した」
3．現状のデジタル技術の課題
CAE 技術などは紙面の都合で割愛し、デジタル技術として、
CAD 及びメッシュ生成技術、ポストプロセス技術を計算力学
サイドから考察してみる。
3.1 CAD の課題
デジタルモックアップを用いた業務プロセスの構築が進め
られるため CAD システムはソリッドベースのシステムへ順次
切り替えが行われつつある。現在、EWS 上で稼働するソリッ
ド CAD としては、パラメトリック機能をいち早く取り入れた
PTC 社の Pro-Engineer、航空業界の標準とまで言われる
Dassault Systems 社の CATIA、解析での長い歴史と自動車大手
が相次いで採用した SDRC 社の I-DEAS をも吸収した、GM 社
との強力な関係をもつ EDS 社の Unigraphics に限定されている
(3)。ただしこれらはいずれも設計初期に利用できないことの
他、直交座標系による B-Spline や NURBS が形状生成に利用
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Monte Carlo法

市販ソフトによるオイルパンの
メッシュ分割例

エンハンスメントのテスト
事例（適用後）

エンハンスメントのテスト
事例（適用前）

図 2 市販ソフトによるオイルパインのメッシュ分割とそのモン
テカルロ法を用いたメッシュエンハンスメントの例

されており、(1)トリムの処理が困難、(2)フィレット処理が困
難、(3)データ量が多い、という欠点を持っている。この対応
には、吉田氏のトポロジー CAD が有望と考えている(4)。更に、
筆者らのグループで例えば CATIA とのインターフェースの開
発のためのアルゴリズムなどを検討しその適用範囲を広げる
努力をしている。
3.2 メッシュ生成の課題とその解決策
図 2 はある製品のオイルパンの一部分の三角形メッシュの
分割例である。定評ある市販のメッシュ生成ソフトを用いて
もアスペクト比が非常に大きないびつな要素が混ざってしま
う。これを自動的に修正する方法としてラプラシアン法など
のエンハンスメント法があるが実用化は困難で手作業が中心
となる。手作業では非常に時間がかかり、例えば図 3 の衝突
解析モデルの作成には 2 ケ月程度の日数を要しているケース
もある。いびつな要素ができるのは、シェル構造の場合はド
ローネの三角形要素が基本であり、これの複雑曲面への適用
が困難なことによる。これの解決法としてドローネの自然な
複雑曲面への拡張法については筆者らのグループで行ってい
る。また、エンハンスメントとしてアスペクト比を統計量と
して、モンテカルロ法を用いて統計量が正規分布になるよう
に修正して行く方法を開発している(5)。ドローネ法のソリッ
ド構造への自然な拡張は、四面体要素となる。より精度の向
上が期待できる四角形要素や六面体要素の作成の一般化は困
難である。特に六面体要素の機能のある市販システムは未だ
に見られない状況にある。

図 3 衝突解析モデルの例

4. 目的とする統合 CAE システム
目標とすべきシステムは、欧米で開発された、仕様が決ま
ったあとの堅固な CAE に対し、設計初期への有効な使用をめ
ざした図 4 に示すフレキシブルな CAE である(6)。要約すると、
画像解析を橋渡し役として CAD と解析の完全なる融合を図る
ことにより自動車車両、船体、航空機、コンサートホールな
どの初期設計に利用できるシステムとする。既存の CAE シス
テムが設計初期に適用できない最も大きな原因は、設計初期
では CAD データが出そろわないため、解析のためのメッシュ
生成ができないことによる。それには図 5 の例で示すモーフ
ィング技術を使用する。筆者らのグループでは CSRBF
(Compactly Supported Radial Basis Functions) の高速化、高効
率化を行い、モーフィング技術の開発を行っている(7)。
六面体メッシュの生成に関しては表面は四角形メッシュで
あることが必要であるがその表面四角形のあるべき条件に関
し、Hannemann の条件(8)がある。すなわち、図 6 で述べると、
展開された各面を四角形で分割し対辺を順に結んでいくと交
差する図となっている。この交差が生じると表面四角形を使
用しての完全六面体は得られないというものである。ならば
どうすればそ自己交差のない表面四角形が得られるかは文献
(9)で示している。
図 4 のリバースエンジニアリング部では計測データからメ
ッシュを生成する。その際はノイズの除去が必要である。こ
のノイズの除去(10)は、流体や構造非線形問題の解析結果のポ
スト処理にも重要である。またこの技術は、ますます解析モ
デルが大きくなる中、解析結果の表示の圧縮の際にも重要な
技術となる。
5. まとめ
デジタル設計を行うためのソフトは欧米製のものが殆どで
あり日本発のソフトについて発信して行く場として本委員会
を企画した。早速本委員会のメンバーを中心に日本発のソフ
ト技術の紹介をかねて講習会を行った。詳細は同テキストを
参考にして頂きたい（日本機械学会より販売）
。今回の講習会
ではほんの一部を取り上げたものであり上記のような講習会
を継続的に開催し、この面の発展に寄与していきたい。なお、
委員の登録はいつでも受け付けますので、萩原までご連絡く
ださい。
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Reversed engineering part

図 4 目的とする統合 CAD/CAE

図 5 CSRBF を用いたモーフィングの例

図 6 展開した五面体の自己交差の例
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吉村 忍
東京大学大学院新領域創成科学研究科
計算力学部門「計算力学教育認定検討」技術委員会委員長
工学教育センター「計算力学技術者基準と認定に関する検討委員会」委員長
2000 年 4 月− 8 月に設置された計算力学部門の将来問題検
討委員会における議論から検討が始まった計算力学技術者認
定事業が、いよいよ今年 12 月から正式にスタートすることに
なりました。
今年は、まず、固体力学分野の有限要素解析技術者（2 級）
の認定事業からスタートしますが、来年度以降、非線形解析
等のより高度な解析技術者を対象とした 1 級やさらに上級の

認定、また、計算力学解析支援者を対象とした初級レベルの
認定に加えて、熱流体、振動・制御などの他解析分野や差分
法、境界要素法などの他手法へも順次拡張していく予定です。
本部門は、本事業に最も関係が深く、実施にあたっても中核
的な役割を果たすことが期待されていますので、会員皆様の
ご支援を何卒よろしくお願い致します。詳細は学会
HP(http://www.jsme.or.jp/cee/cmnintei.htm）を参照下さい。
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田上 大助
九州大学 大学院工学研究院 知能機械シンポジウム部門
九州計算力学シンポジウム(QCM2003) ―計算力学の新しい
展開― が 2003 年 9 月 12 日、福岡市西新地区にある九州大学
国際研究交流プラザにおいて行われた。本シンポジウムは、
昨年開催された第 1 回九州材料/構造シンポジウムを継承する
もので、日本機械学会九州支部および日本機械学会計算力学
部門の主催、関連する 9 つの学協会あるいは学協会支部と九
州大学大学院工学研究院の共催により開催された。本シンポ
ジウムの目的は、計算力学に関連する研究者に最新の研究成
果を紹介いただくことにより、この分野の新しい展開を知る
ことだけでなく、産学官の計算力学に携わる研究者が一堂に
会し情報交換などを行うことにより、九州地区における計算
力学の研究を一段と活性化させることにもある。シンポジウ
ムは、金山寛教授（九州大学）を実行委員長とする実行委員
会により運営された。企業からも含めて 60 名あまりの参加者
を数えることが出来た。

シンポジウムは、10 件の発表を集めた昼食後のポスターセ
ッションを挟み、午前午後各 3 件、計 6 件の特別講演、5 名の
パネラーに参加いただいたパネルディスカッションから構成
された。対象とする問題は、結晶成長のシミュレーション、
東京ドームなどに見られる膜構造物の解析、宇宙往還機周り
の熱化学的高温非平衡流の解析など非常に多岐に渡っており、
計算力学の重要性が様々な局面で増加していることが見て取
れた。シンポジウムの副題を反映してか、差分法や有限要素
法にとどまらず様々な計算手法が用いられていたのも印象的
であった。またパネルディスカッションでは将来の方向を見
すえた産学官の研究協力のあり方や、今後の計算力学の研究
動向などについて、活発な討論が行われた。
シンポジウムの最後に懇親会が行われたが、ちょうど九州
地方に台風が接近して風雨が非常に強くなってしまったため、
時間が大幅に短縮されたのが残念であった。

3
OSM 3

CJK-

山崎 光悦
最適設計技術委員長
金沢大学工学部 人間・機械工学科
1999 年（中国、西安）に始まった標記の最適化ジョイン
ト ・ シ ン ポ ジ ウ ム CJK-OSM（ China-Japan-Korea Joint
Symposium on Optimization of Structural and Mechanical
Systems）は、2002 年韓国、釜山市での第 2 回シンポジウムに
引き続き、第 3 回シンポジウムの日本での開催に向けて下記
のとおり準備が進められておりますので、ご案内いたします。
関係分野の皆様のご参加を心より歓迎いたします。
記
会議名：第 3 回日中韓構造・機械システム最適化シンポジウ
ム（CJK-OSM 3）
開催日程： 2004 年 10 月末または 11 月初旬
開催地：金沢市（予定）
主 催： CJK-OSM 3 組織委員会
日本側共催・協賛団体：日本機械学会、土木学会、日本建築
学会、日本航空宇宙学会、日本計算工学会など（予定）
重要な日程：
2004 年 4 月末 500 語アブストラクト提出締切
6 月末 受理通知
8 月末 論文原稿（6 頁）締切

問合せ先：
〒 920-8667 金沢市小立野 2-40-20
金沢大学工学部 山崎光悦 宛
Tel: 076-234-4666 ／ FAX: 076-234-4668
E-mail: yamazaki@t.Kanazawa-u.ac.jp
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部門長
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副部門長 中橋和博
幹 事
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（北海道大学）
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（静岡大学）
（名古屋大学）
（大阪大学）
（京都大学）
（神戸大学）
（㈱神戸製鋼所）
（京都工芸繊維大学）
（岡山大学）
（香川大学）
（佐賀大学）
（九州工業大学）
（石川島播磨重工業(株）
）
（㈱日立インダストリイズ）
（㈱東芝）
（慶應義塾大学）
（東京理科大学）
（群馬大学）
（東京工業大学）
（日産自動車㈱）
（航空宇宙技術研究所）
（東京理科大学）
（㈱日立製作所）
（㈱東芝）
（東京工業大学）

宮崎則幸
野口裕久

（九州大学）
（慶應義塾大学）

宮崎則幸
天谷賢治
工藤啓治

（九州大学）
（東京工業大学）
（エンジニアス・ジャパン㈱）

（神戸大学）
（神戸大学）

[委員長]
[幹事]

澤田恵介
上野和之

（東北大学）
（東北大学）

表彰担当委員会
[委員長]
[幹事]

矢部 孝
田中伸厚

（東京工業大学）
（茨城大学）

計算力学企画・普及委員会
[委員長]
[幹事]

矢川元基
白鳥正樹

（東京大学）
（横浜国立大学）

将来問題検討委員会
[委員長]
[幹事]

中橋和博
田中伸厚

（東北大学）
（茨城大学）

計算力学教育認定検討委員会
[委員長]
[幹事]

吉村 忍
長嶋利夫

（東京大学）
（上智大学）

電子材料、電子・情報機器関連技術委員会
[委員長]
[幹事]

宮崎則幸
于
強

（九州大学）
（横浜国立大学）

熱工学関連技術委員会
[委員長]
[幹事]

稲室隆二
中部主敬

（京都大学）
（大阪府立大学）

最適設計技術委員会
[委員長]
[幹事]

山崎光悦
多田幸生

（金沢大学）
（神戸大学）

計算力学教育技術委員会
[委員長]
[幹事]

白鳥正樹
三好俊郎

（横浜国立大学）
（東海大学）

計算力学の歴史年表編纂技術委員会
[委員長]
[幹事]

矢部 孝
萩原一郎

（東京工業大学）
（東京工業大学）

[委員長]
[幹事]

金山 寛
田上大助

（九州大学）
（九州大学）

流体関連技術委員会

事業企画委員会
[委員長]
[幹事]

冨田佳宏
安達泰治

電磁流体解析関連技術委員会

広報委員会
[委員長]
[幹事]
[幹事]

[委員長]
[幹事]

計算力学講演会担当委員会（2004）

藤川重雄
澤田恵介
尾田十八
畔上秀幸
須賀一彦
畑 俊明
山下博史
渋谷陽二
今谷勝次
多田幸生
三宅俊也
西田秀利
多田直哉
平田英之
萩原世也
鶴田隆治
武正文夫
坂田信二
横野泰之
松岡由幸
山本 誠
山口誉夫
井上裕嗣
鳥垣俊和
榎本俊治
佐竹信一
海保真行
川上 崇
宮内敏雄

総務委員会
[委員長]
[幹事]

計算力学講演会担当委員会（2003）

中橋和博
磯部大吾郎

（東北大学）
（筑波大学）

[委員長]
[幹事]

谷口伸行
小野謙二

（東京大学）
（東京大学）

設計工学関連技術委員会
[委員長]
[幹事]

萩原一郎
松岡由幸

（東京工業大学）
（慶應義塾大学）

年次大会担当委員会（2003）
[委員長]
[幹事]

山田勝稔
大石篤哉

（徳島大学）
（徳島大学）

年次大会担当委員会（2004）
[委員長]
[幹事]

成田吉弘
加藤博之

（北海道工業大学）
（北海道大学）

〈各行事の問い合せ、申込先〉
日本機械学会計算力学部門担当 野口明生
〒 160-0016 東京都新宿区信濃町 35 番地 信濃町煉瓦館 5 階
TEL ： 03-5360-3503 ／ FAX ： 03-5360-3508
E-mail: noguchi@jsme.or.jp
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